






Cloud Days 2019 関西

IT コーディネータ協会（小間番号：813）

ITC は経営者の立場に立ち、IT 投資を成功に導くパートナーです
経営課題解決の為に必要な IT 投資とはなにか、身の丈に合った IT 導入についてご相談
ください。経営課題の見える化から、Web・クラウド・タブレット・アプリケーショ
ン等のツール、キャッシュレス対応やセキュリティ等のトレンド動向も、知識と実務
に裏付けられたプロセスにより、IT の導入・活用までを一貫してサポートします。
ぜひ一度 IT コーディネータにご相談ください。

アルプス システム インテグレーション（小間番号：200）

データ統合・AI チャットボット・電子帳簿保存法対応ソリューション
クラウド、データファーストの大きなトレンドﾞのなかで、常に最先端のデータ統合ソ
リューションを提供しているインフォマティカ。
当ブースでは、インフォマティカのハイブリッドクラウドのコンサル～構築～運用支
援の事例をご紹介します。
他にも Teams を使った AI チャットボットの 「ASBOT」、弊社製品「ECOAS 経費・
旅費精算」を利用した電子帳簿保存法対応ソリューションについて、ブースにてデモ
を実施します。

エイコー（小間番号：213）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

カーバチュア・ジャパン（小間番号：211）

第三者保守：現状の IT インフラ環境の最適化・新たな IT 投資戦略
カーバチュア独自のサービスにより、ネットワーク機器・サーバー・ストレージの調達、
運用方法を一変させます。
既存 IT 資産の寿命を延長し資産を最大限に活用させ、ダウンタイムやパフォーマンス
インパクトを発生させることなく、大幅なコスト削減を実現させます。

グーグル・クラウド・ジャパン（小間番号：400）

グーグル・クラウドはスタートアップから大企業まで、あらゆる企業に
支持されています
Google Cloud の Google Cloud Platform (GCP) および G Suite のサービスをご
説明させて頂きます。パートナー企業のサテライトオフィス、grasys、クラウドエース、
トップゲート、ソフトバンクのブースにお立ち寄りいただき、特別ノベルティを獲得
できるスタンプラリーも実施しております。Google のイノベーションをお客様のイノ
ベーションとしてご活用頂けるよう、分かりやすくご説明させて頂きます。ぜひお気
軽にお立ち寄りください。

ダイレクトクラウド（小間番号：213）

法人向けオンラインストレージ「DirectCloud-BOX」
大容量ファイル転送・社内外とのファイル共有・ファイルサーバーのクラウド化など、
セキュリティと高機能を備えたクラウドサービスです。
メール誤送信対策や AD 認証による SSO、API 連携など、お客様の用途にあった使
い方でご利用できます。
またユーザー数無制限で利用できるため、全社員にアカウントを発行しても価格に
変動なく、低コストで効果的な業務改善が実現できます。

ネットジャパン（小間番号：303）

物理、仮想環境に対応したバックアップツールと高速キッティング
①  OS、アプリ、データを丸ごとイメージファイルにして、バックアップする

ActiveImage Protector。エージェントレス機能により、仮想環境ホストへの負荷が
大幅に軽減。

②  OS のサポート終了が迫る中、USB メモリのみで驚く程簡単にキッティングが可能な
ActiveImage Deploy USB。

③ ネットワーク上の各クライアントからの情報を収集し、監視できる集中管理コンソール
ActiveVisor。

デジタルテクノロジー（小間番号：301）

パッチ管理、WSUS で充分と思っていませんか？　情報漏洩の対策に
「Desktop Central」は、Java や Adobe などのサードパーティ製品もパッチ管理で
きるクライアント管理ソフトウェア。急速に増加している脆弱性を狙った攻撃に対し、
必要な機能に絞り価格を抑えながらも防御できることで喜ばれています。
そのほか、ダウンタイムを 9 割削減する移行ソリューションなどをご用意してお待ち
しております。

トップゲート（小間番号：400）

Google Cloud Platform™(GCP) での開発・導入・コンサルティング
ならトップゲート
これからクラウドに移行をお考えの方、今まで他社クラウドを利用していたけれど 
GCP に移行をお考えの方が、なぜ GCP を選ぶのか、と同時に、どのベンダーを選ぶ
かといったお悩みを抱えることもあるでしょう。トップゲートには多数の GCP 案件
の実績があります。これから GCP をご検討の企業にぜひ知っていただきたいトップ
ゲートの強みをブースにてご紹介させていただきます。

日本情報通信（小間番号：212）

デジタルトランスフォーメーションを意識したクラウド ･ サービス
● NI+C Cloud Power
　提供 10 周年の実績豊富な IBM Power 系クラウド
● EDI（流通／自動車／製造／物流／金融）
　グローバル・金融 EDI・ISDN 終了・次世代 EDI に対応した総合 EDI サービス
● NEO
　自動車業界 VAN ベンダーが提供する受注一括管理ソリューション
● BPO
　Cloud × EDI × RPA × OCR ×運用によるデジタル受注センター
● PHPQUERY
　5 万円からはじめられる IBM i のデータ活用

ニュータニックス・ジャパン（小間番号：121）

最先端 Software テクノロジー 「Nutanix Enterprise Cloud OS」
「Nutanix Enterprise Cloud OS」は、データセンター基盤として注目の「マルチク
ラウド」を実現する最先端のソフトウェア・テクノロジーです。 単一 OS によりプラ
イベート、パブリックなど各クラウドを容易に統合し、クラウドへの IT リソース展開
の自動化、仮想化の選択肢 である「AHV」 を自由に選択できます。データセンター基
盤の効率化を実現する創造的なテクノロジーをご紹介します。

クラウドエース（小間番号：400）

Google Cloud Platform の AI プロダクトを活用したデモのご紹介
Google Cloud Platform プレミアサービスパートナーとして、GCP の導入支援・移行・
開発・支払い・運用保守までをワンストップでサポートするクラウドエースのご紹介、
プランのご説明や導入事例のご案内を行います。

GMO クラウド（小間番号：300）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

シトリックス・システムズ・ジャパン（小間番号：202）

柔軟な働き方を可能にするソリューション～ Citrix Workspace ～
シトリックスの展示ブースでは、時間や場所、デバイスやネットワークを問わず、
あらゆるアプリケーションやデータへのセキュアかつ容易なアクセスを実現するソ
リューションをご紹介いたします。抽選会も開催いたしますので、是非ブースにお
立ち寄りください。  

ソフトバンク（小間番号：400）

「G Suite」と連携し、ビジネスを加速するソリューションを紹介
「G Suite」 連 携 す る 社 員 参 加 型 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン ポ ー タ ル「LumApps」 や、
Voice AI 連動の Smart Call サービス「Dialpad」他の ISV ソリューションをご紹
介します。

システムズ（小間番号：201）

迫るWin7/Win2008サポート終了をVBマイグレーションでサポート！
マイグレーションプロバイダ システムズでは、2020 年の Windows7 や Windows 
Server 2008 R2 の延長サポート終了を控え、レガシー化が進む VB6.0 アプリ資産
を VB.NET への移行を推進する「VB マイグレーション」について、変換ツールによ
るデモや最新移行事例の紹介を行い、展示ブースでご相談に対応。会期二日目には、
出展社セミナーで「VB マイグレーション」について講演します。

grasys（小間番号：400）

クラウドセキュリティ製品 HashiCorp【Vault】をご紹介します
Vaultは様々なデータをネットワークの垣根を超えたMulti/Hybrid環境で安全に管理、
保護、保存できる新しいタイプのソフトウェアです。Firewall の複雑な管理や High 
Trust な Network を前提とした管理の煩雑さから解放し、中央集権的にシークレット
を管理することでネットワークの境界を意識せずに管理できるという思想から作られ
ました。非常に自由度の高い Vault の Use Case もご紹介します。

ケイ・シー・シー（小間番号：100）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

サイボウズ（小間番号：302）

業務改善アプリ kintone の実際の画面をブースでご紹介します
顧客管理や日報、交通費申請など業務に合わせたシステムをノンプログラミングで簡
単に開発できる kintone をブースでご紹介します。kintone は現在 1 万社を超えるお
客様にご利用いただいており、東証一部上場企業の 6 社に 1 社がご契約中です。
DX が叫ばれる今、現場で簡単に開発し柔軟に変更できるシステムが求められています。
是非ブースにお立ち寄りください。

サテライトオフィス（小間番号：400）

G Suite を更に安全に！更に使いやすく！拡張機能のご紹介！
サテライトオフィスは、G Suite 製品に関連した認定ソリューション開発パートナー
です。今回は、既存のグループウェアからの移行や、新規導入のお客様よりご要望の
多いアドオン製品のご紹介をさせて頂きます。
利用端末の制御や電子ワークフロー、勤怠管理等多数ご案内いたします。
ご要望をお聞きしてのご提案も可能でございますので、お気軽にご相談下さい。オービックビジネスコンサルタント（小間番号：310）

奉行なら、法改正に確実に対応！今も、これから先もずっと安心
働き方改革関連法だけでなく、2019 年 10 月の消費税 10% 引き上げ・軽減税率、
2023 年 10 月に予定されている適格請求書等保存方式の導入について、「制度」「業務」

「システム」の 3 つの観点から、最新の奉行シリーズをご提案いたします。 

ハイテック（小間番号：101）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

ビズリーチ（小間番号：111）

業務効率化を実現する即戦力人材を、無料でお試し検索
国内最大級の即戦力人材データベース。
76 万人の選ばれた即戦力人材を直接検索・アプローチが可能で、 優秀な人材採用・採用
コストの削減・採用までのリードタイム短縮を実現出来ます。 
当日のブースでは貴社が欲しかった人材がどのくらいいるか無料で検索できます。

ビッツ（小間番号：100）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

ピュア・ストレージ・ジャパン（小間番号：210）

ピュアは、永久保証のオールフラッシュストレージベンダーです。

丸紅情報システムズ（小間番号：110）

ストレスフリーなテレワーク環境、セキュアな働き方改革を実現！
MSYS ブースでは、下記 3 つのソリューションをご紹介いたします。
1. あらゆる通信環境で切れない！一日中つながり続けるモバイルアクセス（NetMotion）
2. エンタープライズクラウドを実現！迅速に、柔軟に、安全にオールフラッシュ仮想環

境を提供（NetApp HCI）
3. クラウドで無線・WAN をらくらく導入・管理（Riverbed XIRRUS）

ミロク情報サービス（小間番号：312）

クラウド型会計・給与人事システムを用いた業務効率化をサポートします！
『財務会計システムといえば！ＭＪＳ』のミロク情報サービスより、クラウド型会計・給
与人事システムを用いた業務効率化をサポートします！
使い勝手の良いシステムを検討したい
消費税改正、電子申告等の法改正対応をスムーズに行いたい
最新 OS に対応したシステムを検討したい
管理部門の『働き方改革』に向けた情報収集をしたい
電子化、ワークフロー、経費精算、勤怠管理の業務改善が課題
ブースへお立ち寄りください！

レッドハット（小間番号：203）

クラウド時代に注目度上昇中のコンテナ及び自動化のご紹介
レッドハットは Linux はもちろん、クラウド時代に対応したエンタープライズ向けのオ
ープンソース・ソフトウェアを提供しております。本ブースでは、コンテナ基盤として
の OpenShift や自動化基盤 Ansible などのデモや製品に関するご説明をいたします。

出展社展示概要（1）　【Cloud Days/Security/ ビジネス AI/IoT Solution】 

関西デジタルイノベーション 2019

（50音順、2019年5月13日現在）

※裏面もご覧ください。
※ 別紙『出展社展示概要（2）【働き方改革 / セールス & マーケティング / デジタル

ものづくり 夏 / インバウンド / 観光ソリューション / リテールテック / フィール
ドサービス・ソリューション】』もございます。併せてご覧ください。



ビジネス AI 2019 関西

RPA テクノロジーズ（小間番号：602）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

アシスト（小間番号：603）

DX の実現にレガシーとのデータ連携を！ Syncsort DMExpress
DX 実現のポイントは、レガシーシステムのデータ活用。
Syncsort DMExress を使えば、データを「誰でも」「簡単に」連携でき、「安定」し
た運用が可能です！
レガシーシステムや基幹システムにおいて「圧倒的な実績」がある Syncsort 
DMExress。
デモンストレーションも可能ですので、ぜひ一度お立ち寄りください！

Arithmer（小間番号：711）

高度数学に基づく OCR, チャットボット , 画像解析等各種 AI 技術紹介
金融、証券、損保、製造、製薬、衣料等向けの B2B 市場および B2B2C 市場を対象と
した、高性能な AI 画像解析、AI チャットボット、AI データベースの技術、およびこ
れら各技術要素を総合した AI Smart Robot 開発についてご紹介いたします。

NTT 西日本（小間番号：710）

PC ログを AI が分析し、改善に取り組むポイントを見つけ出します
本ソリューションでは、PC のログを AI が分析して、繰り返し行われてる単純作業を
見つけ出し、どういった手順で何人が同じ作業をしているかなどをレポートにまとめ
ます。それらの内容を見ながら、自動化による効率化や、仕事の集約、再配分による
業務量の平準化などの具体的な改善を推進していただくことが可能になります。

KDDI エボルバ（小間番号：712）

AI チャットボットの導入事例とデジタルコミュニケーション効率化ソ
リューションのご紹介！
KDDI エボルバは、お客さま窓口のデジタル化に合わせ、AI チャットボットなどのデ
ジタルチャネル構築・ソリューションを提供しています。
KDDI エボルバブースでは、本当の CX を実現する AI チャットボットの導入事例を複
数展示・ご紹介いたします。
また、AI 等を活用したデジタルコミュニケーションの全体最適化、運用、活用方法を
ふまえた、効率化につながるソリューションの全体像についてもあわせて紹介いたし
ます。ぜひお立ち寄りください。

日本ディープラーニング協会（小間番号：722）

ディープラーニングを中心とする技術で産業活動を促進させる
ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指して2017
年６月設立された産業団体です。
ディープラーニングを事業の核とする企業および有識者が中心となり、産業活用促進、
G（ジェネラリスト）検定や E（エンジニア）資格をはじめとした人材育成、公的機関
や産業への提言、国際連携、社会との対話など、産業の健全な発展のために必要な活
動を行っています。

日立ソリューションズ / オートメーション・エニウェア・ジャパン（小間番号：703）

RPA 業務自動化ソリューション
Automation Anywhere と日立ソリューションズが提供するソリューションを組み合
わせてさまざまな業務を自動化します。

「ビックデータ」×「RPA」のハイブリットソリューション！！
本展示会では、ＩｏＴなどデジタル化されることによって蓄積された様々なビッグデ
ータの超高速処理『SOFIT Super REALISM』と NTT-AT 社の RPA ソフトウェア・
ロボット『WinActor』による「人」と「時間」のハイブリッドソリューションをご紹
介致します。

日本ソフト開発（小間番号：702）

エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本（小間番号：710）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

AI 人材育成実績 35,000 人の Aidemy による法人向けビジネスのご紹介
Aidemy の法人向けサービス Aidemy Business は、企業の AI エンジニアから AI の
初心者にいたるまで、AI ビジネスに関わる全ての人を育成を支援するオンライン学習
ツールです。
35,000 名以上の会員が 200 万回以上演習したコンテンツが全て使い放題。

アイデミー（小間番号：701）

ソラコム（小間番号：421）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

東邦電子（小間番号：223）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

ジェムアルト（小間番号：320）

IoT 時代のサブスクリプションビジネスの仕組みを紹介
企業が今すぐ導入できるサービスビジネスの構築方法やサブスクリプションビジネス
を紹介します。

センチュリー・システムズ（小間番号：420）

様々な場面での IoT/M2M 導入を支援します！
エンタープライズから組み込み、IoT/M2M システム開発等ネットワーク分野を中心に、
ハードとソフトの開発を行う開発会社です。
様々な場面で導入実績のある IoT ゲートウェイを中心にセキュリティへの取り組みな
どを含めてご紹介致します。

ニッセイコム（小間番号：330）

新ビジネスモデルへシフト　製造業はサービタイゼーションで生き残れ !!
サービタイゼーションを実現するうえでニッセイコムは３つのキーワードがポイント
と考えております。

「製造・アフターメンテナンス情報の一元化」「予知保全」「現場作業支援」
該当するソリューションのデモを見て頂き、当日は是非体感して下さい。

福岡県 IoT 推進ラボ（小間番号：130）

福岡県を IoT 関連産業の集積地へ　～福岡県 IoT 推進ラボの取組み～
福岡県 IoT 推進ラボでは、「ロボット・システム産業振興会議」や「Ruby・コンテンツビ
ジネス振興会議」といったハード技術、ソフト技術の産学官連携プラットフォームの “ 強み ”
を活かし、福岡県発の新製品・サービスの創出に取り組んでいます。
当日は、福岡県 IoT 推進ラボの取組みや、県内企業の優れたプロダクトをご紹介。“MADE　
IN　FUKUOKA”IoT をぜひご覧ください！

Security 2019 関西

GMO グローバルサイン（小間番号：311）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

カスペルスキー（小間番号：502）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

Sky（小間番号：504）

クライアント運用管理ソフトウェア 「SKYSEA Client View」
「SKYSEA Client View」は組織の重要データを守るため、情報セキュリティ対策の強
化と IT 資産の安全な運用管理を支援する各種機能・ソリューションを提供いたします。
また、長時間労働対策や、サイバー攻撃への対策、他にも IT 資産管理として
Windows10PC の運用管理や更新プログラムの適用の環境整備をサポートし、日々の
運用を効率的に行っていただくための各種機能も搭載しています。

ディー・オー・エス（小間番号：503）

Windows10 管理、働き方改革を支援する IT 資産管理ソフト SS1 を展示
IT 資産管理に強みをもつ SS1 の最新版「ver.10」をデモ体験できます。SS1 は、お
客様の環境に合わせた Windows update 管理をサポート。PC の稼働状況の可視化か
ら使用制限、残業ワークフローの徹底などで、働き方改革で軸となる長時間労働の是
正を推進します。
ブースでは、オリジナルの「かるじゃが」をプレゼント！ IT 資産管理、Window 10
移行などにお悩みの方は、ぜひお立ち寄りください。あなたのスキルがクラウド／セ
キュリティビジネス、デジタルトランスフォーメーションを成功へ導きます。皆様の
お越しをお待ちしております。

Mountain Gorilla（小間番号：501）

人件費より、コスパのスゴイマネージャーを。「プロマネ」
「Pro-Manager プロマネ」は、製造や建築、品質管理、営業など様々な現場で使用し
ている紙の帳票（工程表、検査票、チェックリスト、日報など）をスマートフォンや
タブレットを使用した電子帳票に置き換えることで、スモールスタートで現場の業務
効率を飛躍的に向上させる月額で使えるオーダーメイドの業務改善システムです。

ラネクシー（小間番号：500）

働き方改革が進む今だから必要なエンドポイント脅威対策ソリューショ
ンをご紹介！
ラネクシーでは、情報漏洩対策や働き方改革のサポートとして、物理・シンクライア
ント環境に関わらず、精度の高い収集力で操作ログを取得する「MylogStar（マイロ
グスター）」と PC の外部接続デバイスやネットワークの制御で重要情報の持ち出しを
防ぐ「DeviceLock（デバイスロック）」を出展いたします。

エムオーテックス（小間番号：600）

外部脅威・内部漏えい対策を実現する『LanScope シリーズ』を展示
AI によるマルウェアの感染防御に加え、IT 資産管理・内部漏えい対策を ” エンドポイ
ント ” で実現する『LanScope Cat』及び、スマホ・タブレット・PC を一元管理がで
きる『LanScope An』を併せて展示します。
★こんな課題を持っていたらお立ち寄りください★
・サイバー攻撃対策
・Windows 10 移行時／移行後の運用管理
・内部情報漏えい対策
・端末紛失対策
・業務自動化

ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン（小間番号：601）

最新のセキュリティ対策をより安全で、シンプルに
■ 1 台でサンドボックスや AI によるゼロデイマルウェア検知までトータルに実現
■多要素認証ソリューションのご紹介
■セキュリティを抜本的に強化した無線 LAN(Trusted Wireless Environment）

※裏面もご覧ください。
※ 別紙『出展社展示概要（2）【働き方改革 / セールス & マーケティング / デジタル

ものづくり 夏 / インバウンド / 観光ソリューション / リテールテック / フィール
ドサービス・ソリューション】』もございます。併せてご覧ください。

IoT Solution 2019 関西

アビームコンサルティング（小間番号：321）

データドリブンによる新たなものづくりとビジネス創出の実現
データ活用による継続的な製品品質や設備稼働率の向上、設計品質の安定化やそのリ
ードタイム短縮を実現するソリューションをご紹介致します。
また、製造業の業務改善や新サービス創出を実現するソリューションからビジネスモ
デル変革まで、業務 / 組織 /IT/OT を含めご支援致します。
データを活用したデジタルトランスフォーメーションの実現を体感してください。

大阪市 IoT 推進ラボ（ソフト産業プラザ TEQS）（小間番号：132）

IoT ビジネスに特化した約 4 ヵ月のビジネス創出プログラム！
IoT ビジネスに特化した約 4 ヵ月のビジネス創出プログラム、それが「AIDOR アクセ
ラレーション」です。

「アイデアを形にする」をテーマに、IoT の基礎知識習得からビジネスプラン構築を一
貫してサポートします。
運営して 4 年目となり、起業や社内新規事業をして、実際にサービス化され、資金調
達をしている卒業生も生まれています。今年度、8 期生は 7 月 8 日まで募集！

韓国大田広域市東京通商事務所（小間番号：120）

韓国・大田（テジョン）広域市所在の IT 関係中小企業を紹介しています
韓国・大田（テジョン）広域市所在の IT 関係中小企業を紹介しています。

高知県 IoT 推進ラボ（小間番号：131）

課題解決型のデジタル産業創出～高知県が新たな実証実験促進事業を開
始します～
高知県では、現場のニーズに対応した IoT や AI 技術の導入により、県内の課題解決
を図るとともに、開発されたシステムの地産外商を促進する「課題解決型の産業創出」
の取り組みを進めています。
今後、IoT や AI などのデジタル技術の導入を、あらゆる分野に拡大し、技術革新によ
る生産性の向上や高付加価値化、新たな市場や価値の創造につなげるため、高知県に
おいて実施する実証実験への補助事業を開始します。
高知県の取り組みにご興味のある方のご来場を、心よりお待ちしています。

様々な現場の ICT 化、ペーパーレス化、省力化を実現いたします
建設現場などの過酷な現場でもご利用いただけるタフな産業用タブレットを、業務効
率化に役立つソフトウェア「点検エース for Excel」と合わせてご紹介。紙ベースの点検・
報告作業時間を約 40％削減でき、建設現場や製造業のペーパーレス化と作業効率化を
実現。ブースではセミナー形式でデモを交えながらご紹介。
 また、ICT 化に伴うネットワーク構築やストレージまで幅広くご紹介します。

エレコム（小間番号：322）



出展社展示概要（2）【働き方改革 / セールス & マーケティング / デジタルものづくり 夏 / インバウンド /
観光ソリューション / リテールテック / フィールドサービス・ソリューション】 

（50音順、2019年5月13日現在）

関西デジタルイノベーション 2019

働き方改革 2019 関西 デジタルものづくり 夏 2019 関西

スカイディスク（小間番号：222）

製造現場の AI 事例紹介！製造条件最適化や音データによる官能検査等
製造現場のプロセスデータ、音、振動などのデータを解析し、不良品発生の原因特定
や設備機器の故障予知、また熟練者の勘や経験を AI 化するサービスを提供しています。
今回の展示では、射出成形機やダイカストマシンの良品不良品予測、プラントの燃料
燃焼最適化、半導体ウェハの画像検品、音による官能検査など、多数の取り組み事例
を紹介させていただきます。

日本デジタルオフィス（小間番号：221）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

日経 BP TechFind（小間番号：220）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

サクシード（小間番号：612）

電話対応業務の改善から始める働き方改革
着信時に「お客様情報」を PC 画面に表示する事で、電話対応業務の効率化や改善、
生産性向上を支援します。
顧客管理ソフト「かんたん受付」（標準添付）で応対履歴を全員で共有！
属人化した電話対応によるリスクを防ぎます。
安価で迅速な導入が可能。

「通話録音」、「音声応答」等の標準機能が、応対品質の向上を強力にサポートします。

第一コンピュータリソース（小間番号：413）

システム設計ツール『Verasym System Designer』と『見える化支援』
は、IT 現場の働き方改革を強力にサポートします

『Verasym System Designer（VSSD）』は、画面定義書や帳票定義書、データベース
定義書など 20 種類以上の設計書を作成可能なシステム設計の専用ツールです。

「VB6」や「VB.NET」、「C#」などのソースコードから設計書を自動生成する『見える
化サービス』で、整合性の取れた設計書を VSSD に作成すると、仕様変更時の調査工
数の削減や影響範囲の調査漏れをなくすことができるので、システム開発の生産性と品
質を大幅に向上できます。

Chatwork（小間番号：610）

20 万社が導入！働き方を変えるビジネスチャット「Chatwork」
「働き方改革推進や業務効率化向上のために具体的に何をしたら効果が出るのかわから
ない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
弊社出展ブースでは、働き方改革の具体的な一手として 20 万社以上の企業にご活用い
ただいているビジネスチャット「Chatwork（チャットワーク）」をご紹介しています。

ナレッジスイート（小間番号：511）

クラウド型総合ビジネスアプリケーション『Knowledge Suite』
■充実のタッチ＆トライコーナー
PC、タブレット、スマートフォン端末を通じてすべてのサービスをご体験いただけます。
顧客情報と営業報告の入力だけで営業プロセスを可視化し、PDCA サイクルの高速化を
実現する「GRIDY SFA」を搭載したクラウド型 SFA/CRM。
自社の業務内容に合った項目カスタマイズが可能！ 

日本ライフレイ（小間番号：314）

社内に散らばる情報とシステムを統合する「Liferay DXP」
Digital Experience Platform (DXP) というワードをご存知ですか？それは、社内外に
散らばるバラバラな IT システムを繋げ、一貫したデジタルエクスペリエンスを構築で
きるエンタープライズ向けソフトウェアです。ライフレイが提供する「Liferay DXP」
で、レガシーシステムと様々な革新的ツールを統合し、働き方改革を進めましょう。
Liferay DXP の代表的な機能、導入事例をご紹介します。

ネオジャパン（小間番号：611）

現場の課題を解決するグループウェアなどのツールのご紹介
スケジュールや会議室管理、ワークフローに加え、ウェブ会議も利用できる 25 のアプ
リケーションを搭載した「グループウェア」、コミュニケーションを加速させる「ビジ
ネスチャット」、紙や Excel で悩まされている非効率な業務をシステム化する「業務ア
プリ作成ツール」など、現場が抱える様々な課題解決に向けた、これからの働き方の改
善に役立つ様々なツールをご紹介します。

ハイブリィド（小間番号：614）

社内問い合わせ対応向け AI チャットボットを展示しています
「経費精算のやり方を教えてほしい」「パソコンが動かないんだけど」「パスワードを忘れた」
総務部や情報システム部の方々は、日々発生する社内問い合わせ業務に追われている
かと思います。
その為、「FAQ ページを作成」したり、「マニュアルを作成」したりしますが、問い合
わせはなかなか減りません。
 そんな時は AI チャットボット、『IT-Manager SD』にお任せください。

ビーブレイクシステムズ（小間番号：313）

クラウド ERP × RPA ツールで新しい業務の形をご提案します
プロジェクト収支管理ができるクラウド ERP「MA-EYES」と業務の自動化を実現する
RPA ツール「WinActor」をご紹介します。各製品の説明を実際の画面でご紹介するだ
けでなく、クラウド ERP と RPA ツールの連携でお客様の業務を効率化するソリュー
ションをご提案いたします。

freee（小間番号：412）

「クラウド ERP freee」業務効率化から経営の見える化を可能に
価値ある仕事に集中することを可能にする、クラウド ERP freee です。
データの取り込みから仕訳までを自動化し、経費精算や稟議ワークフローといった周辺業
務も同時に効率化。
取り込みデータから各種レポートを作成でき、経営の状況もリアルタイムで把握できます。

ユーザベース（小間番号：510）

企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDA」
SPEEDA は、ビジネスパーソンの情報収集・分析における課題を解決する最先端のプラッ
トフォームです。世界中の企業情報、業界レポート、市場データ、ニュース、統計、M&A
などあらゆるビジネス情報をカバーしています。

日永インターナショナル（小間番号：624）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

アイ・オー・データ機器（小間番号：411）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

e-Jan ネットワークス（小間番号：512）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

石川コンピュータ・センター（小間番号：411）

初期投資や運用コストを抑えた働き方改革促進サービス
モバイルワーク、在宅勤務、サテライトオフィス勤務など、あらゆるワークスタイル
に対応できるクライアント仮想化製品です。データを持ち歩かないセキュリティ対策
を実現します。
オフィスに NAS を置くだけで BCP 対策を手軽に実現します。

エージェンテック（小間番号：613）

タブレット・スマホをビジネスに活用して「働き方改革」を実現！
モバイルコンテンツ管理ソリューション「ABook（エーブック）シリーズ」をぜひ体
感してください！
● ABookCheck

モバイル端末を使って現場からカンタンに報告できるツールです。
● ABookBiz

社内のあらゆるドキュメントを安全に共有し、ペーパーレス会議、営業ツールなど
幅広く活用できます。

● ABook360
パノラマ VR により不動産物件などをリアルに訴求できるソリューションです。

NTT データ先端技術（小間番号：621）

問い合わせ対応には FAQ を徹底活用『わたし、定時で帰ります』
展示製品①：Quick Reply
業務ナレッジの蓄積から、活用、AI への学習までをサポートします。業務ナレッジが
ゼロの状態からでもお使い頂けるソリューションです。
展示製品②：technomark voice
音声認識を活用し、電話応対の際にお客様との会話内容をテキスト化し、関係する
FAQ を画面上に表示することで、オペレータの応対を支援します。

オクムラ（小間番号：410）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

クラウディアン（小間番号：411）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

大企業も活用中リモート人材による安価で柔軟なアウトソーシング
リモートワーカー 268 万人を活用したアウトソーシングサービスを提供致します。
EC サイト運営の支援を中心に、あらゆる領域における定常的かつ大量な業務の効率化
をお手伝い致します。

【支援事例】
・EC サイトの商品情報登録・WEB 調査 ・EC サイトの掲載商品画像の加工補正
・ポータルサイトの登録情報の収集や更新 ・サービスの会員登録情報の入力や更新

クラウドワークス（小間番号：513）

コーレル（小間番号：410）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

NI コンサルティング（小間番号：623）

四半世紀・5500 社超の経営改革・営業組織力強化ノウハウを凝縮
● AI 秘書搭載の SFA/CRM「Sales Force Assisntat」
● AI 秘書搭載の見積書作成システム「Sales Quote Assisntant」
● All-in-One の業務改善型グループウェア「NI Collabo Smart」
など、NI コンサルティングの『可視化経営システム』は、導入社数 5500 社を超える
統合連動型の経営支援システム群です。
月額 380 円から利用でき、貴社の業績アップや生産性向上をローコストで実現します。

ベルフェイス（小間番号：723）

営業に特化した Web 会議システム「ベルフェイス」で営業改革！
ベルフェイスは、営業に特化した Web 会議システムです。インストール不要・5 秒で
つながる手軽さと、営業に特化した様々な機能、充実したカスタマーサクセス体制な
どを評価いただき、リリースから 3 年半で 1,000 社以上のインサイドセールス組織に
導入されています。
商談数 UP、リードタイム短縮、商圏拡大などを実現して多くの企業が営業で大きな成
果を達成。その理由をぜひご覧ください。

SB クリエイティブ（小間番号：720）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

アドビ システムズ（小間番号：721）

6000 社以上の企業が導入しているマーケティングオートメーション
お客様の業種、課題に合わせたマーケティングオートメーション活用方法、事例をご
紹介いたします。

セールス＆マーケティング 2019 関西

※裏面もご覧ください。
※ 別 紙『 出 展 社 展 示 概 要（1）【Cloud Days/Security/ ビ ジ ネ ス AI/IoT 

Solution】』もございます。併せてご覧ください。



テラーメイト・ジャパン（小間番号：805）

コンビニさんでおなじみのテラーメイト現金カウンター
コンビニさんでおなじみのテラーメイト現金カウンターを展示・デモいたします。
硬貨・紙幣のみ計数可能な T-ix1000、硬貨・紙幣・金券類の計数ができ、専用プリン
ターとの接続が可能な T-ix2000 はもちろん、2019 年春から一般販売を開始する IoT
モデルのテラーメイト Touch もご紹介いたします！ Touch とお使いいただける、ク
ラウドベースの専用アプリケーションもご紹介いたします。

フルカイテン（小間番号：812）

小売企業の在庫問題を解決するクラウドサービス
在庫問題解決に特化した新クラウドサービス『FULL KAITEN』をご紹介します。AI
による予測技術と特許出願中の独自技術を搭載したこのサービスを利用すると、【売上
増加と在庫適正化を両立】できるようになります。

弁護士ドットコム（小間番号：811）

毎月 2000 社超が導入！急速に浸透する電子契約【クラウドサイン】
あらゆる業務のデジタライズを進めているのに「印鑑文化」にペーパーレス化を阻ま
れイマイチ業務効率・生産性が上がりきらない！
商取引につきものである「契約」を「適法」かつ「証拠力をきちんと担保」した状態
でデジタル化することが可能なのが電子契約。
弁護士監修で日本の法律に特化した【クラウドサイン】は、4 万社以上の導入実績を持
つ電子契約サービスです。

メルペイ（小間番号：831/901）

メルカリの売上金を利用した、スマホ決済「メルペイ」のご紹介
「メルペイ」は、フリマアプリ「メルカリ」で培った技術力と膨大な顧客・情報基盤を
もとに、サービスを提供し、将来的には決済手段の提供に留まらず、新たな信用を生
みだし、様々な金融サービスを提供していくことを目指しています。メルカリ月間利
用者数 1,299 万人の強みを活かしたサービスについてご紹介します。

ラミーコーポレーション（小間番号：900）

フルオートラミネーター Revo-Office を活用した働き方改革
従来の手作業で行うラミネート加工から脱却し、フルオートラミネーター Revo-
Office を活用した働き方改革（生産性向上・時間削減）を体験いただけます。

リンコム（小間番号：810）

店舗の実行力を 100％引き出す「店番長」
「店番長」は、本部から店舗へ向けた業務指示の実行管理に特化したクラウド型の多店
舗向けシステム。本部と店舗の円滑なコミュニケーションを促進し、店舗運営を強力
に支援。店舗の実行力を 100% 引き出し、売上アップに貢献します。

ローレルバンクマシン（小間番号：903）

『セルフレジ』『キャッシュレス』で効率的な決済をご提案します
紙幣・硬貨釣銭機 ACE-100
ATM ライクな簡単操作の「小さい、速い、使いやすい」釣銭機。
セルフレジではスタイリッシュな店舗作りに貢献する新デザイン筐体をご提案します。
キャッシュレス決済ソリューション、電子マネーやポイントサービスで『導入店舗に
効率性』『お客様に利便性』を実現。
手軽に、安全に、キャッシュレス決済をご導入いただけるソリューションです。

デンソーウェーブ（小間番号：800）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

ナテック（小間番号：801）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

アルフ（小間番号：802）

PTT 対応業務用端末、イヤフォンマイク、通話アプリを展示します
PTT(Push-To-Talk) に対応した小型軽量業務用 Android 端末を展示します。
従来のトランシーバーのように PTT マイクでの通話が可能なほか、2 次元スキャナを
搭載しており、業務用端末と通話用端末を一体化することができる端末です。今回は
本体と一緒に使える PTT イヤフォンマイクと、オンプレミス型トランシーバーソリュ
ーションもご紹介します。是非弊社ブースまでお越しください。

サードアイズ（小間番号：804）

複数拠点の防犯カメラ映像を一括管理可能なソフトウェアの展示
多店舗展開されているスーパー様や飲食店様等の複数拠点に設置された、各ネットワ
ークカメラの映像につき、遠隔からパソコン画面やタブレット端末で一括管理可能な
ソフトウェアのＤＦ - ＴＶＳと、　既存製品として、POS レジの取引履歴とカメラ映像
を連動させた、ジャーナルリンクシステム（ＤＦ - Ｊ）の展示を行ないます。

テスク（小間番号：814）

チェーンストア様の基幹業務を効率化する基幹 MD システムの決定版
・ 軽減税率にも対応済みで、自動発注が強化された中堅小売業向け基幹 MD システムの

決定版「CHAINS Ⅲ +」
・ EDI 発注に加え、商品マスター・特売マスター・販売実績を取引先と共有することで

生産性向上を実現する「取引先ポータル」
・ Web 時代の業務システム共通基盤である「intra-mart Accel Platform」上で稼働

する、量販型卸売業・メーカ―向け次世代販売管理システム「GROWBS Ⅲ」

デジタル・ナレッジ（小間番号：803）

展示ブースへお立ち寄り下さい。

リテールテック 2019 関西 フィールドサービス・ソリューション 2019 関西

セールスフォース・ドットコム（小間番号：520）

最先端のテクノロジーでフィールドサービスが変わる！
Salesforce が提供する フィールドサービスのためのソリューション「Salesforce 
Field Service Lightning」は、時間と場所の効率性を考慮し、適切なサービス要員へ
適切な作業を割り振ることが可能です。デジタル化が進まず変革の波に乗り遅れがち
な業務を、AI を搭載した最先端のソリューションで、新たなビジネスを生み出す業務
へと生まれ変わらせましょう。当社ブースでは、製品の紹介のほか、シアターにて 10
分間のプレゼンテーションとデモンストレーションをご覧いただけます。

東芝 IT サービス（小間番号：620）

アフタサポートアウトソーシングと各種セキュリティ対策のご紹介
24 時間 365 日の日本全国 100 拠点を超えるフィールドサービス専門会社としてマル
チベンダの様々な機器のコールセンタ（Ｑ＆Ａ・障害受付、障害切分け・フィールド
出動指示）からフィールド保守（オンサイト・ピックアップなど）まで、アフターサ
ポート全般をメーカ・ベンダ様の代行として提供します。
またＩＴのサービス会社として多くの実績を持つ各種セキュリティサポートをご紹介
します。

D2C X（小間番号：922）

実績多数！訪日外国人向けプロモーションの相談は D2CX まで！
国内最大級訪日観光情報メディア「tsunagu Japan」を運営する D2C X は、これま
でメディア運営で培った知見やノウハウを活かし、訪日外国人観光客誘致を行う企業
や地方自治体のマーケティングサポートやセミナーを通じた情報発信を行って参りま
した。「何が “ ウケる ” のかわからない」「どのような手法があるか分からない」そんな
悩みをお持ちの皆さま！是非弊社ブースにお立寄り下さい！

テリロジーサービスウェア（小間番号：920）

多言語映像通訳サービス「みえる通訳」+AI 翻訳機
「みえる通訳」はタブレットやスマートフォンを使い、いつでもどこでもワンタッチで、
通訳オペレーターにつながりお客様との接客をサポートする映像通訳サービスです。
対応言語は、英・中・韓・タイ・ロシア・ポルトガル・スペイン・ベトナム・フランス・
タガログの 10 か国語 + 手話（日本手話）となっており、24 時間 365 日対応（一部
言語を除く）しております。

LIFE PEPPER（小間番号：823）

戦略設計から実行まで一気通貫で支援する海外マーケティング企業
「デジタルの力で国境を跨がった情報格差をなくす」をビジョンとして掲げ、戦略の立
案から製作、プロモーションまで一貫したマーケティング支援を行っています。戦略
から携わることで複雑で状況の変わりやすい海外進出に迅速に対応することができ、
海外経験の長い社員や外国籍のスタッフも多数在籍しているため「外国人目線」を意
識し「届ける」ことができます。

セームページ（小間番号：830）

災害時宿泊場所マッチングサービス　
宿泊先提供者とのマッチングを促進する為に、想定される大規模な地震や集中豪雨で
の被災に備えて、情報を整理して、企業や従業員に提供します。
従業員が万一被災した際には、直ぐに安否確認をして、宿泊所を確保し、従業員とそ
の家族が一時的に避難できる場所を提供します。

※裏面もご覧ください。
※ 別 紙『 出 展 社 展 示 概 要（1）【Cloud Days/Security/ ビ ジ ネ ス AI/IoT 

Solution】』もございます。併せてご覧ください。

インバウンド / 観光ソリューション 2019 関西

イニット・ディー（小間番号：921）

多言語（日、英、中、韓、タイ）対応の順番待ちシステム
日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語での受付番号の発券、音声呼出に対応した順
番待ちシステム。発券した番号札と同じ言語でお呼びしますので、インバウンドの対
応に最適です。
ロボットとの連携で待ち時間も楽しく過ごせます。
ソフトウェア製品ですので柔軟なカスタマイズも可能です。

Wovn Technologies（小間番号：820）

WEB サイト・アプリの多言語化サービス「WOVN.io」
WOVN.io（ウォーブン・ドット・アイオー）は、既存のウェブサイト・アプリを 40
ヵ国語に多言語化できるサービスです。多言語化に本来必要となるシステム開発や翻
訳にかかる不要なコストとリソースを削減し、導入前から運用支援までトータルサポ
ートすることで、お客様の海外戦略を支援いたします。ブース・セミナーでは、具体
的な導入事例を交えながらご説明させていただきます。

ジャパンショッピングツーリズム協会（小間番号：822）

海外での訪日客誘致活動、日本国内で小売店等のおもてなし事業者への
支援を通じたショッピングツーリズムの促進
ジャパンショッピングツーリズム協会は、世界中を旅行されるお客様に『ショッピン
グといえば日本』と思い出していただけるような、いわば日本を世界に誇るショッピ
ングディスティネーションとすべく設立されました。協会の主旨、活動に賛同した多
数の会員企業とともに、下記の支援、サービスを通じてショッピングツーリズムの促
進をはかっています。
・ショッピング情報発信 WEB サイト
・インバウンドプロモーションイベント
・セミナー講師派遣サービス
・その他インバウンド対応支援ソリューション
　（免税、多言語など）

キーカフェ（小間番号：821）

無人・遠隔で鍵の受け渡し、本人確認ができるサービス
鍵を収納できる端末と、ウェブサイトで構成される。複数の鍵を一括管理し、物件の
鍵を一覧で確認。
リアルタイムの通知メッセージとオンライン履歴で鍵の受け取り・返却をモニタリン
グし、鍵の所有者を把握。
相手ごとに異なる暗証番号を発行。宿泊台帳／本人確認対応。


